
まもるくん～risk guard～ 

ISO 31000 

リスクマネジメントシステム 

リスクマネジメントシステムの 

標準化教材 

経営者はもちろんのこと、企業に勤める方全員に 

体験していただき、リスクマネジメントについて知識を深

め、考え直すきっかけになるよう作成しました。 

ボードゲームを通して、「リスクマネジメント」とは 

何なのか、リスクマネジメントの必要性を改めて、 

認識していただけます。 

教材の目的 
SDGsとリスクマネジメントシステムを学んでもらうことで、

持続的な社会の実現を目指すとともに、企業に起こりうる

リスクの見直しをしてもらう 

教材の特徴 
1．どの企業にも起こり得る災害を対策し、 

  その対策度合いで勝負 

2．環境マネジメント、事業継続マネジメント、 

  労働安全マネジメント、品質マネジメント、 

  情報セキュリティマネジメントを同時に学べます 

3．リスクマネジメントとSDGsを学べるボードゲーム 

4．今後、評価される環境に配慮した企業の取り組みを 

  学べる 

教材の活用方法 

1．自社のリスク対策の見直し 

2．ISO31000を導入する際の手助け 

3．社内研修でご使用いただけます 

 

教材の対象 
1．すべての企業 

2．お子さんもご体験いただけます 

3．リスクマネジメントに興味がある方 

4．SDGsに興味がある方 

SDGs(持続可能な開発目標） 

Sustainable Development Goals 

誰一人取り残されない社会の実現を目指した2030年を 

期限とする包括的な17の目標を指します。 

世界初 



カード紹介 

1．要求事項カード 

2．SDGsカード 

3．対策カード 

4．災害カード 

5．イベントカード 

エコプロ2019 

東京ビッグサイトにて 

本年度は「E-35」で出展いたします。 

https://eco-pro.biz/exhibitor/info/

EP/ja/12826/ 

リスクの種類 
災害リスク（地震、津波、台風） 

社会リスク（テロ、不買運動） 

事故リスク（交通事故、停電） 

環境リスク（大気汚染、温暖化） 

人事リスク（セクハラ、パワハラ） 

システムリスク（ウイルス感染、ハッキング）など 

教材は12月の完成後無償公開します。是非ご体験ください。 

Facebook 

教材を使用したい皆様 

連携したい皆様 

Yahoo!メール 

伊藤佳世研究室 

事故 災害 健康 製品 情報 環境 

リスクマネジメントプロセス 



ルール説明 

このボードゲームは、サイコロを振り、出た目の数だけ進む。 

・最初の所持金は10,000円である。 

・全員がゴールにたどり着いた時点でゲーム終了となる。 

１）まもる君ポイントを所持金額に換算する。（１ポイントを5,000円換算する） 

２）所持金額をゲージに換算する。  （10,000円を1ゲージ換算する） 

３）ゲージの数値が高い者が勝利。ゲージが同数の場合、所持金額の多さで判断する。 

～勝敗の決め方～ 

 

対策マス 
対策カードをランダムに1枚引く。 

5,000円を支払うことで自然災害やハプニングに 

備えることができる。 

対策した場合、対策ゲージを１増加する。 

 

ハプニングマス 
災害カードをランダムに1枚引く。 

対策していれば、所持金額の減額を抑えることができる。 

 

要求事項マス 

企業活動における必要なことに考え、意見を述べる。 

意見が適切なものである場合、まもる君ポイントを1ポイント 

配布する。 

 

SDGsマス 

カードをランダムに1枚引く。 

引いたカード内容に沿った企業活動における必要なことを考え、 

意見を述べる。 

意見が適切なものである場合、まもる君ポイントを1ポイント 

配布する。 

 

イベントマス 
イベントカードをランダムに1枚引く。 

所持金額が5,000円増加する。 



過去、現在、未来で組織に関するリスクは 

何が考えられますか？ 

 

 １まもるポイントもらえます。 

リスクマネジメント：リスクについて組織を 

指揮統制するための調整された活動 

リスク：目的に対する不確かさの影響 

リスクマネジメント 

① 

リスクマネジメントの意義は何ですか？ 

１．組織における価値を創造し保護する 

2．学習し、経験をすることで、継続的に 

改善する 

3．組織は、外部及び内部の状況を検証し

理解する 

1まもるポイントもらえます。 

原則 

原則：リスクマネジメントを行う場合に遵守 

すべき事項を示した方針 

ISO31000では、価値の創出及び保護をする

た め に「統 合」、「体 系 化 及 び 包 括」、 

「組 織 へ の 適 合」、「包 含」、「動 的」、 

「利用可能な最善の情報」、 

「人的要因及び文化的要因」、「継続的改善」

を要求している。 

 

② 

リーダーシップ及びコミットメント 

リーダーシップ：リスクマネジメント活動に 

関する組織のリーダーが果たすべき責任 

コミットメント：リスクマネジメントシステム 

について貢献すること 

経営者における社会に対する約束 

経営者として最重視するリスクは何ですか？ 

１．社会リスク対策 

２．災害・事故リスク対策 

３．経営リスク対策 

４．その他 

  1まもるポイントもらえます 

③ 

統合 

統合：リスクマネジメントは、組織の全ての 

活動に合わせること 

環 境、品 質、災 害 等 の 組 織 に 関 す る 

あらゆるリスクを整理して一元管理し、 

組織のすべての活動に反映する方法は 

何ですか？ 

1．他部署、他店舗との交流 

2．トップの統括 

3．その他 

 

  1まもるポイントもらえます。 ④ 



設計 

設計：リスクマネジメントの枠組みを適切に

考えること 

組織及び組織の状況の理解 

役割権限責任及びアカウンタビリティの割当 

資源配分 

コミュニケーション及び協議の確立 

統合マネジメントを実務に導入するために 

どのような体制を構築すべきですか？ 

1．リスクマネジメント委員会の設立 

2．代表取締役社長が各部署を統括 

3．危機発生時の報告体制の整備 

4．その他 

   1まもるポイントもらえます 

⑤ 

プロセス 

プロセス：コミュニケーション、組織及び組織

の状況の確定、リスク特定、分析、評価、 

モニタリング及びレビューの活動に対する運用

管理方針、手順及び実務の体系的な運用 

自社で考えられるリスクを示し、そのリスクを

洗い出し分析・評価し、リスク対応する 

ために何を行いますか？ 

1．専門家と一緒に取り組む 

2．企業内でリスク対策チームを作成し、 

取り組む 

3．その他 

1まもるポイントもらえます。 

⑥ 

コミュニケーション及び協議 

コミュニケーションおよび協議：リスクの運用

管理について、情報の提供、共有又は 

取得、及びステークホルダーとの対話を行う

ために、組織が継続的及び繰り返し行う 

プロセス 

ステークホルダー：ある決定事項もしくは 

活動に影響を与え得るか、その影響を 

受ける又はその影響を受けると認識して 

いる、個人または組織 

リスクに関するステークホルダーの見解を 

どのように得ますか？ 

１．リスクに関するアンケートの実施 

２．ステークホルダーの対話 

３．その他 

1まもるポイントもらえます。 

⑦ 

適用範囲、状況及び基準 

適用範囲：組織のリスクマネジメントシステムの

中で管理する対象 

基準：リスクの重大性を評価するための目安と

する条件 

リスクマネジメントシステムの適用範囲をどこに 

設定しますか？ 

１．一部の部署 

２．すべての部署 

３．グループ企業 

４．サプライヤー 

5．全て 

 1まもるポイントもらえます。 

⑧ 



組織の役割、資源の割り当て 

役割：責任者や担当者の仕事での役目 

責任：責任者や担当者の任務 

権限：責任者や担当者の権利、権力の範囲 

資源：人、情報通信技術システム、施設及び

設備、取引先、土地、資金、交通機関など 

組織内でのリスクマネジメントの責任者は

誰ですか。 

 

1まもるポイントもらえます。 

⑨ 

リスクアセスメント 

リスクアセスメント：リスク特定、リスク分析及び 

リスク評価のプロセス全体。 

リスク特定：リスクを発見、認識、記述する 

プロセス 

リスク分析：リスクの物質を理解し、リスク 

レベルを決定するプロセス。 

リスク評価：リスク分析の結果をリスク基準と

比較するプロセス。 

災害が発生した場合のリスク特定、 

リスク分析、リスク評価はそれぞれどのように 

行いますか？ 

 1まもるポイントもらえます。 

⑩ 

評価 

評 価 ：「枠 組 み」に お け る 各 種 活 動 が、 

「枠 組 み」の 目 的 達 成 に 役 立 っ て い る か 

（有効性）を判断すること 

有効性：計画した活動を実行し、計画した

結果を達成した程度 

枠組み：経営理念やミッション、中長期目標

や計画をさす。 

有効性を自社で評価するときどのように 

行いますか？ 

1．計画通り進んでいるか確認する 

2．評価基準と比較する 

3．リスクの発生頻度と影響度の評価 

４．その他 

 1まもるポイントもらえます。 

⑪ 

記録作成及び報告（文書化した情報） 

記録：通常は、リスク源、事象、原因 

及び結果の四つの要素を含む、整理 

されたリスクの説明文 

報告：リスクの現状及びその運用管理に

関する情報を提供することによって、内外

のステークホルダーに連絡をすることを意図

したコミュニケーション形態 

リスクマネジメントプロセス及びその結末を 

文書化し、報告する一番の狙いは何ですか？ 

1．組織全体にリスクマネジメント活動及び 

結末を伝達させる。 

2．意思決定のための情報提供 

3．リスクマネジメント活動の改善 

4．ステークホルダーとのやり取りの補助  

 1まもるポイントもらえます。 

⑫ 



モニタリング及びレビュー 

モニタリング： 

要求又は期待されたパフォーマンスレベルとの

差異を特定するために、状態を継続的に 

点検し、監督し、要点を押さえて観察し、 

又は決定すること 

レビュー：確定された目的を達成するため、 

対象となる事柄の適切性、妥当性及び 

有効性を決定するために実行される活動 

モニタリングをする際に何を重視しますか？ 

1．リスク対策の妥当性の確認 

2．リスク対策の有効性の確認 

3．その他 

1まもるポイントもらえます。 

⑬ 

実施 

実施：設計で決定されたリスクマネジメント

プロセスが、組織に確実に導入されること 

リスクマネジメントを確実に導入するために 

何をしますか？ 

1．時間及び資源を含めた計画の策定 

2．適用される意思決定プロセスの修正 

3．組織の取決めを明確に理解する 

4．その他 

 1まもるポイントもらえます。 

⑭ 

リスク対応 

リスク対応：リスクを修正するプロセス 

リ ス ク 対 応 に は、「リ ス ク の 低 減」、 

「リ ス ク の 保 有」、「リ ス ク の 回 避」、 

「リスクの移転」の４つがあります。 

 災害発生時どのように対応しますか？ 

1．リスク低減 

2．リスクの保有 

3．リスク回避 

4．リスクの移転 

  1まもるポイントもらえます。 

⑮ 

改善 

適応：外部及び内部の変化に対応できる 

ように、リスクマネジメントの枠組みを継続的に 

モニタリングし、反映させることで、組織は自らの

価値を高めることができる。 

継続的改善：パフォーマンスを向上させるために

繰り返し行われる活動。 

 Q1.リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム を よ り 良 い 

ものにし続けるために何を行いますか？ 

1．定期的に新しいリスクを洗い出す 

2．運用状況の見直し 

3．改善計画の実施 

4．その他 

Q2.パ フ ォ ー マ ン ス を 向 上 さ せ る た め に 何 を 

行いますか？ 

1．必要な資源の用意 

2．成果を把握し次の活動に盛り込む 

3．組織の人に協力してもらう 

4．その他 

     1まもるポイントもらえます。 ⑯ 



 

BCP及びBCM 

自然災害や火災、テロなど、 

緊急事態に遭遇した場合において、 

損害を最小限にするための方法や 

手段を取り決めておく計画。 

社会セキュリティ 

事業継続するために、BCP 

及びBCMについてのガイドラインを 

作成しておく必要がある。 

 

BCP及びBCMについて 

対策しますか？ 

① 

サイバー攻撃 

サーバーやパソコン、スマホなどの 

コンピューターシステムに対し、 

ネットワークを通じて破壊活動やデータ 

の窃取、改ざんなどを行うことです。 

サイバー攻撃 

セキュリティを万全にしなければ、 

情報を盗まれる又は拡散してしまう 

可能性がある。 

 

サイバー攻撃に対抗するために、 

情報セキュリティポリシーの 

策定をしますか？ ② 

品質アセスメント 

試作段階や開発段階、本格的な 

生産段階など、事前に安全性を 

評価すること。 

品質アセスメント 

有害物質の使用や他社の特許に 

抵触していないかなど、評価制度を 

確立することが未然に防ぐことに 

つながる。 

 

品質アセスメントを導入しますか？ 

③ 

サステナブル 

将来のための環境保全、未来を担う 

世代のためを前提とした社会発展 

など、持続可能な社会を目指して 

取り組むこと。 

サステナブル 

例として、環境を考慮していない 

製品開発は、社会的責任を取れて 

いないと認識されてしまう可能性 

がある。 

環境に配慮した社会への取組みを 

しますか？ ④ 



労働時間 

日本以外の国でも、 

法律によって定められている。 

 

労働時間の規定 

残業の多さなどが従業員の 

健康障害のリスクを高めている他、 

過労死などによって、働き方が 

社会問題として取り上げられている。 

残業時間を法律に合わせるように 

徹底しますか？ ⑤ 

コンプライアンス 

法令遵守であり、企業が求められる 

様々な規範や、社会的な約束事、常識 

リスクマネジメント 

適正かつ健全に行うための仕組みや 

仕掛けづくり 

コンプライアンス経営の方針を 

保持するために、 

ルールの策定及び 

メンテナンスをしますか？ 

コンプライアンス 

⑥ 

 

先物為替予約によるカバー 

輸出入取引などの準備段階、 

契約時点、出荷時点など、様々な 

段階において、代金の決算時点で 

リスクを回避するために、事前に 

外貨売買予約すること。 

為替相場の変動 

為替相場の変動は、今後の取引にも

大きく影響される。 

 

為替リスクを回避するためにネッティン

グや自国通貨で取引するなど対策を

しますか？ 

⑦ 

広報 

守秘義務を守ることや、内容が 

不適切であることが要因となり、 

炎上になり兼ねない。 

広報ルール 

近年、SNS利用者が急激に増えたことで、

SNSを利用することが利益につながるが、

逆に不利益につながることもある。 

 

広報でSNSルールの徹底を行いますか？ 

⑧ 



品質 

品物またはサービスが、使用目的を 

満たしているかどうかを決定するための評価 

の対象となる固有の性質・性能の全体 

 

 

品質安全 

品質管理を徹底しなければ、品質に 

不備のあるものを流通させることに 

つながってしまう。 

 

品質管理を徹底しますか？ 

⑨ 

地球温暖化 

温室効果ガスが地球全体に 

増加し、平均気温が上昇すること。 

世界では、 

気候危機と呼ばれている。 

地球温暖化 

自然生態系が破壊され、 

天候の変化が突然発生する 

事態につながる。 

 

地球温暖化対策をしますか？ 

⑩ 

危険の見える化 

従業員の怪我を未然に防ぐために、 

危険な場所を目に見える形で 

知らせること。 

危険の見える化 

危険な場所や物の位置をマップや 

ステッカーで表示することで、 

従業員の意識改革につながり、 

怪我の防止につながる。 

 

危険の見える化をしますか？ 

⑪ 

生命保険 

重要な役割を担う経営者や 

役員にかける経営者保険と、 

死亡・高度障害の収入保障保険、 

定期保険等に該当する福利厚生保険の 

２種類がある。 

損害保険 

企業活動自体のリスクヘッジを大きな目的

とした保険 

法人保険に加入していなければ、 

非常時の対応が出来なくなる。 

 

法人保険に加入しますか？ 

法人保険 

⑫ 



誤情報 

信憑性のない、不完全な情報。 

事例として、 

地震時の誤情報公開がある。 

誤情報 

誤情報を公開してしまうと、誤った 

情報が広がり企業の関係者にも 

悪影響を及ぼしてしまう。 

 

誤情報を公開しないために、 

ルールを策定しますか？ 

⑬ 

社内感染予防 

発病しないようにするために、 

予防接種させることや、接触したときの

ウィルスが入らないようにするために、 

マスクや消毒をさせることが感染予防に 

つながる。 

社内感染予防 

感染予防に取り組むことが従業員の

感染リスクを低下させることにつながる。 

 

企業やその従業員が社内感染を 

予防するための取組みをしますか？ 

⑭ 

情報漏洩 

機密情報や個人情報など、内部に 

留めておく重要な情報が外部に 

漏れてしまうこと。 

情報漏洩 

情報漏洩をしてしまうと、多額の 

賠償金や、組織への信頼を損なってしまう 

要因になりかねない。 

 

情報管理システムの徹底をしますか？ 

⑮ 

ハラスメント 

パワーハラスメント、セクシャル 

ハラスメント、マタニティハラスメントは 

優位な立場から精神的、 

肉体的苦痛を与えることをいう。 

ハラスメント対策 

精神疾患や過労死などの労働災害 

が発生し、早期に対応できなければ 

裁判に発展することもある。 

 

ハラスメントを未然に防ぐための体制 

を構築しますか？ 

⑯ 



リコール・自主回収 

市場で一度販売された製品の製造者、 

販売者による修理・回収 

リコール・自主回収 

粗悪な製品を販売してしまった場合は、 

製造者、販売者が無料で回収し、修理 

する必要がある。 

 

リコール・自主回収を行いますか？ 

⑰ 

災害発生！ 

対策をしている 

損害発生 

1,000円失う 

 対策をしていない 

損害発生 

  5,000円失う 

災害により損害を受けた。「BCP及びBCMのガイドライン」を 

作成している場合は被害を抑えられる。 

① 

サイバー攻撃！ 

自社のパソコンがサイバー攻撃を受け、業務が停止した。 

「情報セキュリティポリシー」を定めれば被害を抑えられる。 

対策をしている 

損害発生 

1,000円失う 

 対策をしていない 

損害発生 

  5,000円失う ② 

特許侵害問題！ 

扱っていた商品が他社の特許を侵害してしまっていた。 

「品質アセスメント」を導入していれば、被害を抑えられる。 

対策をしている 

損害発生 

1,000円失う 

 対策をしていない 

損害発生 

  5,000円失う ③ 



環境汚染問題！ 

大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音・悪臭等。 

「サステナブル」に取り組めば、被害を抑えられる。 

対策をしている 

損害発生 

1,000円失う 

 対策をしていない 

損害発生 

  5,000円失う ④ 

 対策をしていない 

損害発生 

  5,000円失う 

重労働問題！ 

会社の従業員が過労により倒れた。 

「労働時間の規定」を徹底していれば、被害を抑えられる。 

対策をしている 

損害発生 

1,000円失う ⑤ 

コンプライアンス問題！ 

会社が法令遵守を明確にしなかったことから問題が起きた。 

「コンプライアンス」を徹底すれば、被害を抑えられる。 

対策をしている 

損害発生 

1,000円失う 

 対策をしていない 

損害発生 

  5,000円失う ⑥ 

為替相場が急変！ 

対策をしている 

損害発生 

1,000円失う 

 対策をしていない 

損害発生 

  5,000円失う 

輸出入における企業の利益が減少してしまった。 

「為替リスクの回避」をする対策をしていれば被害を抑えられる。 

⑦ 



ＳＮS炎上！ 

広報活動の中で不適切な発言をし、炎上した。 

「SNSルール」の徹底をしていれば、被害を抑えられる。 

対策をしている 

損害発生 

1,000円失う 

 対策をしていない 

損害発生 

  5,000円失う ⑧ 

品質不良！ 

不良の製品を販売してしまった。 

「品質管理」を徹底していれば、被害を抑えられる。 

対策をしている 

損害発生 

1,000円失う 

 対策をしていない 

損害発生 

  5,000円失う ⑨ 

地球温暖化！ 

地球温暖化のため気温が上昇した。 

「環境・社会活動」に貢献していれば信用を得ることが出来る。 

対策をしている 

損害発生 

1,000円失う 

 対策をしていない 

損害発生 

  5,000円失う ⑩ 

現場で事故が発生！ 

危険が目で分かるような処置をしていなかったため、従業員が

怪我を負った。 「危険の見える化」をしていれば被害を抑えられる。 

対策をしている 

損害発生 

1,000円失う 

 対策をしていない 

損害発生 

  5,000円失う ⑪ 



有事発生！ 

備品が自然災害によって損壊した。 

「法人保険」に加入していれば、被害を抑えられる。 

対策をしている 

損害発生 

1,000円失う 

 対策をしていない 

損害発生 

  5,000円失う ⑫ 

誤情報公開！ 

自社が公開する情報に誤りが発覚し、信用を失った。 

「誤情報を公開しないルール」を定めていれば、被害を抑えられる。 

対策をしている 

損害発生 

1,000円失う 

 対策をしていない 

損害発生 

  5,000円失う ⑬ 

感染症大流行！ 

感染症が社内に広がり、重要な業務が停止した。 

「社内感染の予防」をしていれば、被害を抑えられる。 

対策をしている 

損害発生 

1,000円失う 

 対策をしていない 

損害発生 

  5,000円失う ⑭ 

情報漏洩！ 

自社の使用する情報管理システムに不備があり、情報が流出 

した。「情報管理システムの徹底」をしていれば、被害を抑えられる。 

対策をしている 

損害発生 

1,000円失う 

 対策をしていない 

損害発生 

  5,000円失う ⑮ 



ハラスメント！ 

従業員がハラスメントの被害を受けて退職してしまった。 

「ハラスメント防止の体制」を構築していれば、被害を抑えられる。 

対策をしている 

損害発生 

1,000円失う 

 対策をしていない 

損害発生 

  5,000円失う ⑯ 

粗悪製品の販売！ 

販売した製品に問題が発覚した。 

リコール・自主回収を行っていれば、被害を抑えられる。 

対策をしている 

損害発生 

1,000円失う 

 対策をしていない 

損害発生 

  5,000円失う ⑰ 

事業継続マネジメントシステム 

事業継続：事業の中断・阻害などを

引き起こす状況の発生後も製品または

サービスを提供し続ける組織の能力 

＜内容＞ 

要求事項を定めています 

＜委員会＞ ISO/TC292 

＜規格＞ ISO 22301 

事業継続に必要な需要供給の分散化、

代替手段の用意に取り組みますか？ 

 

分散化、代替手段の取り組みをするか 

説明しなさい。 

労働安全衛生マネジメントシステム 

労働安全衛生： 

職場における健康と安全 

＜内容＞ 

要求事項を定めています 

＜委員会＞ ISO/TC283 

＜規格＞ ISO 45001 

労働災害を防ぐために 

労働安全衛生に取り組みますか？ 

 

今後どのように行うのか、具体的な 

安全衛生活動について説明しなさい。 

 



イノベーションマネジメントシステム 

イノベーション：新製品やサービスの 

発見、実験、開発、導入、採用 

＜内容＞ 

ガイドラインを定めています 

＜委員会＞ ISO/TC279 

＜規格＞ ISO 56002 

市場を失うリスクを軽減するために 

イノベーションマネジメントシステムを 

導入しますか？ 

イノベーションでは何を重視するか、 

理由を含めて説明しなさい。 

コンプライアンスマネジメントシステム 

コンプライアンス：法的その他の 

要求事項を遵守すること 

＜内容＞ 

指針を定めています 

＜委員会＞ ISO/TC 309 

＜規格＞ ISO 19600 

コンプライアンスマネジメントシステムを 

導入して、法令違反発生時の対応、 

順序を明確にしておきますか？ 

法令違反発生時の対応について正しい 

順番に並べてください。 

1．緩和措置 2．是正措置 

3．再発防止 4．予防処置 

品質マネジメントシステム 

品質マネジメントシステム：品質を 

管理するための手法 

＜内容＞ 

要求事項を定めています 

＜委員会＞ ISO/TC176/SC 2 

＜規格＞ ISO 9001 

製品とサービスの品質を維持、改善 

するための取り組みを行いますか？ 

 

製品とサービスの品質を維持、改善 

するための具体的な取り組みを 

説明してください。 

環境マネジメントシステム 

環境マネジメントシステム： 

環境を管理するための仕組み 

＜内容＞ 

要求事項を定めています 

＜委員会＞ ISO/TC207/SC 1 

＜規格＞ ISO 14001 

環境汚染に間する取り組みを 

行いますか？ 

 

取り組む場合は、どのような取り組み

を行いますか？ 



教育マネジメント 

教育マネジメント：教育管理 

＜内容＞ 

要求事項を定めています 

＜委員会＞ ISO/PC288 

＜規格＞ ISO 21001 

社員に研修を通して、質のよい教育を

行いますか？ 

 

教育をするのであれば、どのような 

リスクが考えられますか？ 

温室効果ガス 

温室効果ガス：地球の表面から 

出る熱を吸収して、温室効果 

という地球の温度を保つ性質を 

もった気体のこと 

＜内容＞ 

計算方法を定めています 

＜委員会＞ISO/TC207/SC 7 

＜規格＞ ISO 14064 

温室効果ガスを削減するための 

取り組みを行いますか？ 

 

行う場合は、具体的な内容を 

説明してください。 

ブロックチェーン 

ブロックチェーン：分散台帳技術。 

情報をまとめたものをブロックと呼び、それを

鎖のように繋いでいるもの 

＜内容＞ 

ガバナンスと枠組みを定めています 

＜委員会＞ ISO/TC 307 

＜規格＞ ISO/TS 23635 

契約時に、ブロックチェーンを採用しますか？ 

 

採用する場合、どのような形で採用し、 

どうビジネスに活かすか説明しなさい。 

IoT 

IoT：身の回りのあらゆるモノが 

インターネットに繋がる 

＜内容＞ 

IoT及び関連技術を定めています 

＜委員会＞ISO/IEC JTC １/SC 41 

＜規格＞ ISO/IEC 20924 

IoT機器に対するセキュリティ対策を 

行い、強化しますか？ 

 

IoTのセキュリティ対策としてどのような

対策をしますか？ 



ロボット 

＜内容＞ 

産業ロボットの安全性に関する 

要求事項を定めています 

＜委員会＞ ISO/TC 299 

＜規格＞ ISO 10218 

産業ロボットの安全性を定期的に 

確認しますか？また、安全に関する

規定の確認を定期的に行いますか？ 

 

ロボットの安全性を確保するために 

どのような手段をとりますか？ 

管理システム 

＜内容＞ 

管理システムのリスク管理に関する

ISO31000     ガイダンスの使用 

＜委員会＞ ISO/TC 262 

＜規格＞NP IWA 31（開発中） 

管理システムを導入することで、どの

SDGs項目を達成できますか？ 

 

 

リスクマネジメント 

＜内容＞ 

リスクマネジメントに関する原則とガイドライン 

＜委員会＞ ISO/TC 262 

＜規格＞ ISO31000：2018 

あなたの企業のリスクは、SDGsの 

17項目のうち、どの目標と関係が 

ありますか？ 

 

 

リスクマネジメントガイダンス 

＜内容＞ 

ISO31000の実装に関するガイダンス 

＜委員会＞ ISO/TC 262 

＜規格＞ ISO/TR 31004：2013 

リ ス クマ ネ ジ メ ント の 実装 に関 す る 

ガイダンスを作成することによって、どの

SDGs項目を達成しますか？ 

 

 



リスクアセスメント 

＜内容＞ 

リスク評価手法 

＜委員会＞ ISO/TC 262 

＜規格＞ IEC 31010：2019 

リスクアセスメントによって、どのSDGs

項目を達成しますか？ 

 

 

法的リスクガイドライン 

＜内容＞ 

法的リスクの管理のためのガイドライン 

＜委員会＞ ISO/TC 262 

＜規格＞ ISO/DIS 31022 

法的リスクの管理のためのガイドライン

を導入することによって、どのSDGs 

項目を達成しますか？ 

 

 

旅行に関するリスク管理 

＜内容＞ 

旅行リスクの管理ー組織向けのガイダンス 

＜委員会＞ ISO/TC 262 

＜規格＞ ISO/AWI 31030 

（開発中） 

旅行に関するリスク管理をすることで、

どのSDGs項目を達成しますか？ 

 

 

レジリエンスを高めるガイダンス 

＜内容＞ 

レジリエンスを高めるための新たなリスク管理

をするためのガイダンス 

＜委員会＞ ISO/TC 262 

＜規格＞ ISO/NP 31050 (開発中) 

レジリエンスを高めるガイダンスを作成

することによって、どのSDGs項目を 

達成しますか？ 

 

 



株価上昇 

リスクマネジメント活動が市

場で評価され株価が上昇

しました。 

 

お金が5000円もらえます。 

銀行からの融資 

自社のリスクマネジメントの

取り組みが評価され、融資

が増加しました。 

 

 

お金が1000円もらえます。 

好感度のUP 

リスクマネジメントやSDGs

の取り組みが利害関係者

に評価され、好感度が 

UPしました。 

お金が5000円もらえます。 

事業拡大 

事業を拡大しました。 お金が5000円もらえます。 



宣伝 

イ メ ー ジ ア ッ プ の 宣 伝 を 

行いました。 

多くの人に支持されました。 

お金が5000円もらえます。 

売り上げの増加 

自 社 の 製 品 が ヒ ッ ト し、 

売り上げが増加しました。 

お金が5000円もらえます。 

保険料の減額 

リスク管理が評価され、損

害 保 険 料 が 減 額 

されました。 

お金が5000円もらえます。 

補助金 

国からリスクマジメント導入

に関する補助金を獲得。 

お金が5000円もらえます。 



利害関係者 

企 

リスクマネジメント活動が 

利 害 関 係 者 か ら 評 価 

されました。 
利 

お金が5000円もらえます。 

減税 

リスクマネジメントに取り組ん

で い る 企 業 に 対 す る 

災害軽減対策費用の減税

が国会で決定しました。 

お金が5000円もらえます。 



START! 

GOAL！ 

 

 

中部大学ESDエコマネーチーム 

まもるくん～risk guard～ 
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